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　農作物を害虫から守るために、農薬が広

く使われています。しかし、農薬として使

われる化学物質が環境に影響を与えること

が懸念され、これに代わる害虫駆除方法が

求められています。その1つとして、害虫

の性フェロモンを利用することが考えられ

ています。

　フェロモンは、動物がコミュニケーショ

ンをとるために分泌する物質で、特に性フ

ェロモンは、繁殖行動にかかわっています。

害虫の性フェロモンのはたらきを人為的に

コントロールできれば、害虫をおびき寄せ

PBANとPBANRの構造や結合のようす、

機能を調べてきました。

　PBANは33個のアミノ酸からなるタン

パク質です。構造と活性の関係を解析し、

PBANが機能を発揮するにはどのような

構造が必要かを突き止めました。また、

PBANのアミノ酸の一部を人工的に置き

換えたものは、PBANRに結合するが、

PBANRのはたらきを阻害する（このため、

性フェロモンの合成は活性化されない）こ

とを発見しました。このような物質を広く

探索し、具体的な害虫駆除薬につなげるた

めに、PBANRに物質が結合したときの活

性を測定する方法も開発しました。

　PBANRの構造解析はやや難航していま

すが、大量発現、精製の見通しが立ったの

で、結晶化に進みたいと考えています。こ

れと同時に、PBANとPBANRが結合した

複合体についても、構造解析に向けてさま

ざまな検討を行っています。

　ほかに、性フェロモン合成にかかわる

pgdesat1、pgFARといった酵素も研究し

ています。すでに、活性を測定する方法を

確立しているので、今後は構造の解析を行

い、構造に基づいて反応のしくみを明らか

にしたいと思っています。

て駆除したり、繁殖行動を邪魔して数を減

らしたりできることでしょう。そこで、私

たちは最大の農業害虫であるガのモデルと

して、カイコガの性フェロモンの合成につ

いて研究しています。

　交尾期になると、カイコガのメスの体内

ではPBANと呼ばれるホルモンが分泌さ

れます。このホルモンがフェロモン腺の細

胞上にあるPBANRという受容体に結びつ

くと、性フェロモンの合成が活性化されま

す。このしくみに基づいて性フェロモンを

コントロールするために、私たちは、

食環
A1

■ 害虫の性フェロモンをコントロールする物質は安全な害虫駆除薬になる
■ 性フェロモンの合成のしくみに基づいて、そのような物質を探すとよい

背
景

■ カイコガの性フェロモン合成の引き金となるホルモンの構造と機能を解明
■ このホルモンの邪魔をする物質の探索方法を確立
■ このホルモンの受容体の立体構造解析に向けて前進

成
果

代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：永田宏次

害虫の繁殖抑制に応用可能な
リガンドと受容体膜タンパク質の構造・機能解析

ガ類昆虫の性フェロモン産生機構
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を表示）。
 図版提供：永田宏次

カイコガのフェロモン腺細胞における性フェロモンの産生機構。PBAN（フェロモン生合成活性化神経ペプチド）
というホルモンが細胞膜にあるホルモン受容体PBANRに結合することで、フェロモンの合成が活性化される。
赤で囲んだのが、当課題でターゲットとしているタンパク質。
 図版提供：理化学研究所基幹研究所 松本正吾（分担研究者）
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代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：大西康夫

　私たちが研究対象としているのは放線菌

です。放線菌は抗生物質をはじめ、人類に

とって有用な物質を二次代謝産物としてつ

くりだします。二次代謝産物とは、糖、ア

ミノ酸、脂質などの一次代謝産物からつく

られる、生物ごとに独特な代謝産物のこと

です。

た。こうした研究は、放線菌を有用物質生

産に応用する際に役立つと期待されるから

です。

　A-ファクターをつくり出す合成酵素

（AfsA）と、制御の要となるAdpAという

転写因子のDNAと結合する部分について

は、現在、構造解析に取り組んでいます。

また、二次代謝を活性化するAfsSという

タンパク質の溶液中の構造を解析し、この

タンパク質がまったく未知の機構で二次代

謝を誘導していることを示しました。

　細菌には、周囲の環境に応じて有利な栄

養源を使うための「カタボライト抑制」と

いうしくみが備わっていますが、放線菌で

は、このしくみが他の細菌とは少し異なっ

ています。そこで、グルコースが豊富なと

きに他の栄養源の代謝を抑える鍵となるグ

ルコキナーゼ（GlkA）という酵素の立体

構造を決定しました。グルコースやATP

類似物質との共存状態での立体構造も決定

したところ、GlkAの構造変化がグルコー

ス濃度のセンサーとして機能している可能

性が示されました。

　有用物質生産に利用できる放線菌の酵素

としては、機能性プラスチック原料の生産

に応用できると期待されるGriH、GriIの

構造解析を進めています。一方、私たちは

以前に、ウコンの薬効成分であるクルクミ

ンの合成酵素（CUS）をイネから発見し、

合成反応の機構がまったく新しいものであ

ることを解明しています。本課題では、

CUSの立体構造を決定することができ、

反応する物質が入り込むポケットが特徴的

なかたちをしていることを見いだしまし

た。さらに、構造を少し変えることで、反

応に重要なアミノ酸を突き止める研究を進

めており、より効率のよい酵素の設計につ

なげたいと考えています。また、窒素固定

細菌由来の2種類のポリケチド合成酵素に

も注目し、立体構造解析によって、生産さ

れる物質の違いがどのような構造の違いに

基づいているのかを明らかにしました。

　私たちは以前に、放線菌自身がつくる

A-ファクターというホルモンが、二次代

謝の制御の鍵を握っていることを発見しま

した。本課題では、制御過程ではたらく酵

素や転写因子を中心に、二次代謝を進めた

り調節したりするタンパク質の構造と機能

を明らかにしようと研究を進めてきまし

食環
A2

抗生物質やその他の有用物質生産に利用可能な
鍵酵素の構造・機能解析

■ 放線菌は、抗生物質をはじめとする多種多様な二次代謝産物をつくる
■ 二次代謝反応の制御機構を解明すれば、有用物質の効率的生産につながる

背
景

■ 放線菌の二次代謝反応と、その制御にかかわる多くのタンパク質の構造と機
能を明らかにした

■ ウコンの薬効成分クルクミンを合成する酵素など、有用物質生産に利用でき
る酵素の立体構造を解析した

成
果

O OH

OO

ArpAAfsA

AdpA

自己抑制

生合成

A-ファクター

A-ファクター
受容体

StrR Orf1 GriR

ストレプトマイシン
生合成遺伝子

ポリケチド
生合成遺伝子

ポリケチド
生産

ストレプトマイシン
生産

グリキサゾン
生産

さまざまな因子

胞子形成

二次代謝形態分化

RNA
ポリメラーゼ

mRNA

A-ファクター

adpA

ArpA

adpA

グリキサゾン生合成遺伝子
（GriI、GriH、GriFなどの

酵素をつくる）

放線菌による二次代謝産物の生産は、Aファクターというホルモンのかかわる複雑な経路で制御されている。
 図版提供：大西康夫



47

　自由に動き回ることのできない植物は、

環境の変化に対応する巧みなしくみを備え

ています。乾燥や高温に耐えるしくみもそ

の1つです。これをうまく利用できれば、

砂漠などの乾燥地帯でも食糧生産が可能に

なり、食糧の安定供給につながると期待さ

れます。

　植物は、さまざまな耐性遺伝子をはたら

かせて、環境の変化に耐える力を発揮しま

す。環境変化が起こると、通常は活性をも

たない転写因子というタンパク質が活性化

され、耐性遺伝子の発現を促すのです。私

たちはシロイヌナズナをモデルに、植物が

乾燥や高温に対応するしくみを研究してき

ました。

　中でも重要な転写因子が、AREB（エー

特筆すべき成果をあげました。すでに、機

能面の研究から、AREB1を活性型に変え

る酵素（SnRK2）を見つけていましたが、

構造解析によって、ABAからこの酵素ま

での信号伝達のしくみを解明したのです。

　具体的には、ABA、その受容体である

PYL1、信号伝達抑制因子PP2Cの3つのタ

ンパク質からなる複合体の立体構造解析に

世界で初めて成功しました。この構造から、

ABAとPYL1が結合してABA/PYL1複合

体ができ、それが、さらにPP2Cと結合す

るため、PP2CがSnRK2の活性化を阻害し

ていたのが解除されるという機構が明らか

になりました。その結果、SnRK2が

AREB1を活性化し、乾燥に対する耐性遺

伝子が発現するのです。

　この知見は、植物に乾燥耐性を与えるよ

うな薬剤の開発や、乾燥耐性をもった品種

の創出といった応用を合理的に進めるため

の重要な基礎となります。

レブ）とDREB2（ドレブ2）の2つのグル

ープです。私たちは、AREB1の非活性型

と疑似的な活性型、同じ仲間のタンパク質、

DREB2Aとその仲間などのタンパク質を

大量につくることに成功しています。タン

パク質全体ではなくDNAを認識する部分

だけをつくってDNA断片との共結晶を得

ているものもあります。これらの構造解析

を進め、転写因子が活性化されるしくみや、

耐性遺伝子のDNAを認識してその発現を

制御するしくみを明らかにしたいと思って

います。

　AREBの活性化は、乾燥などのストレス

を受けた植物が合成するアブシジン酸

（ABA）というホルモンによって引き起こ

されます。そのしくみの解明で、私たちは

食環
A3

■ 将来の食糧安定供給のために、環境ストレスに強い作物開発が必要である
■ 植物が本来もつ乾燥・高温耐性のしくみを解析することで応用が開ける

背
景

■ 乾燥時に植物がつくるアブシジン酸の信号伝達機構を構造に基づいて解明
■ 乾燥・高温耐性遺伝子の発現を促す転写因子の構造と機能の解明が進行中

成
果

代表機関：東京大学大学院農学生命科学研究科
代表研究者：田之倉 優

乾燥・高温ストレス耐性作物の開発に役立つ
転写制御タンパク質の構造・機能解析

ABAとPYL1の複合体、さら
にPP2Cも加わった複合体の
立体構造を解析し、“乾燥スト
レスにさらされた”という情
報がABAを介して伝達してい
くしくみが明らかになった。
 図版提供：田之倉 優
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ジベレリンが植物に作用するときには、細胞の核の中でGID1、DELLA、GID2というタンパク質が次々にはた
らく。 図版提供：松岡 信
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代表機関：名古屋大学生物機能開発利用研究センター
代表研究者：松岡 信

　ジベレリンは、植物の細胞を伸長させて、

生長を促す作用のあるホルモンです。この

ジベレリンの作用は、GID1、DELLA、

GID2という3つのタンパク質が次々に相

互作用することによって起こります。細胞

の核の中でジベレリンはGID1と結合し、

さらにDELLAと結合して複合体をつくり

ます。GID2はDELLAにユビキチンとい

う小さいタンパク質の目印をつけます。す

ると、目印がつけられたDELLAは酵素に

より分解され、DELLAにより抑えられて

いた植物の生長が起こるのです。DELLA

は、植物ストレス耐性の鍵となるタンパク

ました。

　私たちの最終目標は、構造解析に基づい

てタンパク質の機能を高め、それを植物に

導入して、ストレス耐性作物など新たな品

種を生み出すことです。この目標に向けて、

結合に重要なアミノ酸の一部を人工的に入

れ替えたGID1を発現するイネをつくる研

究にも着手しました。また、GID1と

DELLAの仲立ちをするGID1受容体の作

用を強めたり、阻害したりする物質の探索

も行っています。

　一方、DELLAとGID2についても、構

造解析のため、結晶化の検討を行っていま

す。また、アミノ酸の一部を人工的に入れ

替えたものをイネや酵母で発現させ、

DELLAの植物生長抑制、DELLAとGID2

の相互作用、DELLAの分解に重要なアミ

ノ酸を特定しました。引き続き立体構造の

解明を進め、ジベレリンが作用する機構を

明らかにしたいと思っています。

質として機能していることも明らかになり

ました。

　私たちは、これら3つのタンパク質の立

体構造を調べています。GID1については、

すでに結晶構造解析に成功しました。

GID1はホルモン感受性リパーゼという酵

素タンパク質と共通の構造をもっており、

類似した機構でジベレリンと結合すること

がわかりました。GID1のアミノ酸の一部

を人工的に入れ替えて、結合能力を調べた

結果、ジベレリンの結合には、ジベレリン

が入り込むGID1のポケットと、そこをふ

さぐ「ふた」の部分が重要なこともわかり

食環
A4

環境ストレス耐性作物の開発に役立つ
転写制御タンパク質の構造・機能解析

■ ジベレリンは、植物の細胞を伸長させて、生長を促すホルモン
■ ジベレリン作用には、3つのタンパク質による信号伝達機構が関与
■ 農作物の増産にも重要

背
景

■ ジベレリンの作用に重要なタンパク質GID1の立体構造を解明
■ ジベレリンとGID1の結合の機構が明らかに

成
果

ジベレリン（GA4）と結合したGID1の構造。
図版提供：松岡 信

GA4
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AcrAAcrA

アダプターペリプラズム ペリプラズム
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トランスポーター

細胞膜細胞膜

細胞質
（細胞内）

細胞質
（細胞内）
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細胞外膜細胞外膜

細胞外細胞外 薬剤

左：細胞膜、細胞外膜を貫く薬剤排出トランスポート・
マシーナリーのモデル図。図中のリボン図は上から、
緑膿菌のOprM、同じくMexA、大腸菌のAcrB。
右：大腸菌薬剤排出トランスポート・マシーナリーを
介して排出される薬剤分子の流れ。TolCは外膜チャ
ンネル、AcrAはアダプター。 図版提供：村上 聡

　病原性細菌やがん細胞に薬が効かなくな

る薬剤耐性化は、病院などの臨床現場ばか

りでなく、養殖や畜産の場でも大きな問題

です。薬が効かなくなるおもな原因は、病

原性細菌やがん細胞にある多剤排出トラン

スポーターというタンパク質にあります。

このタンパク質は、細菌からヒトまで多く

の生物の細胞膜に存在し、薬剤や毒物など

の異物を細胞の外に送り出します。一般に、

細胞ではたらくタンパク質は決まった相手

にしか作用しませんが、このトランスポー

ターはいろいろな薬剤を認識して排出しま

す。そのため、多くの薬が効かなくなる多

剤耐性という現象が起こるのです。

も決定しています。そこで、本課題では、

緑膿菌の多剤排出トランスポーター

（MexB）の構造解析を行い、成功しました。

また、AcrBのより高い分解能での構造解

析を行っています。

　機能解析により、AcrBの薬剤選択性の

しくみが明らかになりました。AcrB分子

内には、薬剤を取り込む口と薬剤と結合す

るポケットがあります。両者をつなぐ経路

の中間あたりに、フィルターのような役割

をするアミノ酸が集まっていました。この

部分が、薬剤を結合ポケットに入れるか入

れないかを決めているのです。

　緑膿菌の複合体（MexA-MexB-OprM）

の構造解析が大きな目標ですが、3者の複

合体は、2つの膜を貫通しているため、そ

のままのかたちで結晶化させることは難し

いと考えられます。このため、2つずつの

複合体をつくって構造解析を行い、後でそ

れらの立体構造を再構築して全体像を得る

という戦略を立て、研究を進めています。

　大腸菌や緑膿菌などのグラム陰性菌は、

細胞膜の外側にもう１枚、細胞外膜という

膜をもっており、薬剤の排出は、多剤排出

トランスポーター、細胞外膜にある外膜チ

ャンネル、両者をつなぐアダプターの3種

類のタンパク質からなる複合体（トランス

ポート・マシーナリー）が行っています。

私たちは、その複合体の構造を明らかにし、

多剤排出メカニズムを解明することを目的

に、本課題に取り組んでいます。

　私たちは以前に、大腸菌の多剤排出トラ

ンスポーター（AcrB）の結晶構造解析に

成功しており、緑膿菌の外膜チャンネル

（OprM）とアダプター（MexA）の構造

■ 「薬剤耐性化」は、病原性細菌やがん細胞に薬が効かなくなる現象
■ 院内感染の大きな原因であり、養殖や畜産の場でも問題となっている
■ 薬剤耐性化は、細菌の多剤排出トランスポーターが薬を排出することにより
起こる

背
景

■ 緑膿菌の多剤排出トランスポーターの構造解析に成功
■ 大腸菌の多剤排出トランスポーターが薬剤を選択するしくみを解明

成
果

代表機関：東京工業大学大学院生命理工学研究科
代表研究者名：村上 聡

多剤耐性化の克服を目指した
薬剤排出トランスポート・マシーナリーの構造生物学

食環
A5
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「食品・環境等の産業利用」分野

代表機関：理化学研究所基幹研究所
代表研究者：伊藤昭博

　私たちが研究しているのは、ヒトのミト

コンドリアにあるSIRT3という酵素です。

酵母で見つかり、長寿因子として注目され

ているSir2という酵素の仲間で、「脱アセ

チル化」（タンパク質中のリシン残基に結

合したアセチル基をはずす反応）を起こし

ます。

　ミトコンドリアには、エネルギー代謝に

かかわる酵素がいくつもあります。ミトコ

　まず、SIRT3と、基質（SIRT3がはたら

きかける相手）となる蛍光ペプチド（小さ

なタンパク質）を大量につくり、これらを

用いて理化学研究所のライブラリー、「制

御C1」グループのライブラリーなどから

の約17万種の化合物をスクリーニングし

ました。その結果、SIRT3の活性を阻害す

る候補化合物をいくつか発見しました。さ

らに、活性を調べる方法の精度を高めるた

め、基質として、後述のHMGCLという

タンパク質を用いる方法を考案しました。

これを用いて、候補化合物の作用を詳しく

調べています。また、微生物の代謝産物の

中に、活性を変化させるものがあるかどう

かも調べています。

　構造解析の面では、すでに、「解析C1」

グループがSIRT3と基質の結晶化に成功し

ています。今後は、スクリーニングにより

得られたSIRT3阻害剤との共結晶をつくっ

て構造解析を行っていく予定です。

　機能解析は、HMGCLの活性を軸とし

て進めています。HMGCLはケトン体を

つくる酵素です。私たちは以前に、

HMGCLがSIRT3の基質となることを発

見し、また、HMGCLがアセチル化によ

り活性化されることを細胞レベルで明らか

にしています。今回、マウス個体でも同様

の活性化が起こることを確かめました。今

後は、SIRT3をはたらかなくしたマウスを

つくり、個体レベルでの機能を調べる予定

です。一方、SIRT3とは逆にアセチル基を

付加する因子をミトコンドリアで探してい

ます。

　これらの研究を通じて、酵素のアセチル

化・脱アセチル化が、エネルギー代謝にど

のようにかかわっているかを解明したいと

思っています。

ンドリアに存在するSIRT3がこれらの酵素

にはたらきかけ、エネルギー代謝を調節し

ていることがわかってきました。エネルギ

ー代謝はメタボリックシンドロームと密接

に関係しているため、私たちは、SIRT3の

活性を制御する化合物を探索して、SIRT3

の機能の解明を進めるとともに、治療薬や

予防薬の開発にも寄与できればと考えてい

ます。

食環
A6

エネルギー代謝を制御する脱アセチル化酵素SIRT3の
ケミカルバイオロジー研究

■ ヒトの体内には SIRT3という酵素があり、ミトコンドリア内でエネルギー代
謝を調節している

■ SIRT3の活性を制御する化合物は、メタボリックシンドロームの治療薬のも
とになる可能性がある

背
景

■ SIRT3の活性を調べる方法を開発し、活性を制御する化合物を探索している
■ マウス体内、ミトコンドリア内で、SIRT3の関与するエネルギー代謝制御機
構の解明を進めている

成
果

研究の概要。図版提供：伊藤昭博

SIRT3活性制御剤の開発 SIRT3活性制御剤を用いた細胞、
個体レベルでの SIRT3の機能解析

処理 投与

・動物レベルでの SIRT3
の生理機能の解明
・糖尿病モデルマウス、高
脂肪食マウスにおける
SIRT3 活性制御剤の健
康改善効果の検討

細胞レベルでの
SIRT3 の生理機
能の解明

大規模な SIRT3小分子プローブの
スクリーニング

共結晶構造解析による化合物の最適化

代謝疾患の予防・治療薬開発へ展開

SIRT3小分子プローブ
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ESP1の立体構造を決定し、EPS1受容体を同定した。
また、野生マウスにESP1が大量に発現しているこ
とを明らかにした。さらに、ESP1が性行動を促すこ
とを実証した。 図版提供：寺沢宏明

　フェロモンは動物どうしがコミュニケー

ションをとるための化学物質です。中でも、

異性を互いに引きよせるなど、繁殖行動の

際に重要な役割を果たします。私たちは、

以前に、マウス（ハツカネズミ）でフェロ

モンのはたらきをするペプチド（小さなタ

ンパク質）を発見し、ESP1と名づけました。

ESP1はオスの涙腺から分泌され、これに

触れたメスはオスの求愛行動を受け入れや

すくなります。

　現在、日本の都市部ではクマネズミやド

ブネズミが増加し、衛生環境の悪化が懸念

されています。また、海外の穀倉地帯でも

は、提示されないときに比べて、オスの求

愛を受け入れる頻度が5倍に増えました。

また、ESP1はマウスの鼻腔にある鋤
じ ょ び

鼻器

官の神経で受容され、その情報が脳の視床

下部（交尾行動を制御する）に伝わること

も確かめました。

　ESP1は、野生のマウスでは、調べたう

ちほとんどの種類で涙腺から分泌され、そ

の量も多いことがわかりました。ESP1は、

野生のマウスでは重要な役割を担っている

と考えられます。そこで、ESP1の受容体

結合面を同定し、その結果をもとに、

NMRを用いて受容体との結合を阻害する

化合物を探索しています。得られた成果を、

野生マウスの大量発生を抑制する化合物の

開発につなげたいと考えています。

　また、ESP1には、遺伝子のよく似たも

のが数十種類あり、ESPファミリーと呼ば

れます。このESPファミリーのタンパク質

の構造と機能も調べています。

しばしばネズミが大発生し、大規模な被害

が生じています。このため、私たちは、

ESP1を利用してネズミの繁殖行動を抑え

る方法を開発し、このような問題の解決に

役立てたいと研究を進めています。

　まず、私たちは、マウスのESP1の立体

構造をNMRで明らかにしました。また、

ESP1が結合する相手である、ESP1受容体

がどのタンパク質であるかも突き止めたの

で、ESP1と結合した状態での立体構造を

決定することが次の目標となりました。

　マウスの繁殖行動におけるESP1の効果

も検証しました。ESP1を提示されたメス

■ 日本の都市部ではドブネズミやクマネズミの増加による環境悪化が懸念され
ている

■ ネズミの求愛行動を引き起こすフェロモンは ESP1というタンパク質
■ このフェロモンを制御することで繁殖抑制が期待される

背
景

■ ESP1の構造と機能を解明した
■ ESP1の受容体結合面を同定した
■ ESP1が野生マウスの涙に大量に分泌されていることを明らかにした

成
果

代表機関：熊本大学大学院生命科学研究部
代表研究者：寺沢宏明

齧歯類ペプチド性フェロモンファミリーの
構造と機能の解明：ネズミの環境問題の解決に向けて

野生マウスに
ESP1 が大量に発現

阻害剤候補
物質の探索

ESP1の立体構造決定
受容体結合部位の同定

ESP1受容体
V2Rp5の同定

ESP1が性行動を促進

眼窩外
涙腺

制御化合物の開発

ネズミの繁殖制御

R
R

R
R

食環
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味蕾

神経

脳へ

旨味
受容体

グルタミン酸

神経

脳へ

甘味
受容体

スクロース

甘味阻害物質が結合

T1R2 T1R3 T1R1 T1R3 

味細胞 甘味・旨味受容体の模式図。甘味
阻害物質はT1R3の膜貫通部分に
作用する。 図版提供：山下敦子

　ヒトはさまざまな味を感じることができ

ます。特に、糖類の甘味とアミノ酸の旨味

は快い感覚で、食物が生体に欠かせないエ

ネルギー源（糖類など）やタンパク質源（ア

ミノ酸など）を含むことを示すシグナルに

なっています。このような味覚をより科学

的・合理的に利用するためには、まず味物

質を感知するしくみについて詳しく知る必

要があります。その成果は、新しい味物質

を探索したり、疾患があって味物質の摂取

を制限されている人のために体に吸収され

ない代替物質を開発したりするのに、大き

く貢献することでしょう。

試料を得るのに苦労していますが、味覚受

容体の中でも特に重要な役割を果たしてい

る味認識を行う領域について、2種類のタ

ンパク質が複合した状態の試料を大量につ

くり、精製することができました。微結晶

も得られるようになり、構造解析用の結晶

をつくる条件を検討しているところです。

　機能解析では、ギムネマ酸やジジフィン

などの甘味阻害物質がどのようにして甘味

を感じさせなくするのかを調べ、T1R3の

膜に貫通している部分に結合することを明

らかにしました。

　今後は、味覚受容体の構造解析に最適な

方法を見つけるために、ほかのグループと

の連携を強化していきます。また、味応答

細胞を使った評価システムを確立して、味

を強く感じさせる物質や、逆に味を感じさ

せなくするような新しい物質を探索してい

きます。

　味物質を認識する味覚受容体は、舌上に

ある味
み ら い

蕾の味細胞にあります。T1Rファ

ミリーと呼ばれる3種類のタンパク質

（T1R1、T1R2、T1R3）のうち2種類が組

み合わさってできた複合体で、味細胞の細

胞膜に埋まっています。例えば、T1R1と

T1R3の組み合わせでは旨味物質を、

T1R2とT1R3の組み合わせでは甘味物質

を感知します。

　感知のしくみを分子レベルで明らかにす

るために、私たちはX線結晶構造解析に取

り組んでいます。膜タンパク質である上に、

複合体をつくっているので、構造解析用の

■ 味覚は、舌の味細胞にある味覚受容体というタンパク質で感じる
■ 味覚受容体の研究により、科学的根拠に基づいた新しい味物質の開発が可能
になる

背
景

■ 甘味や旨味を感じる受容体を大量につくることに成功。結晶化に進む
■ 甘味阻害物質が作用する部位を特定
■ 今後は、味応答細胞を使った味覚物質評価システムの確立を目指す

成
果

代表機関：理化学研究所放射光科学総合研究センター
代表研究者：山下敦子

新規味物質・味評価法開発に重要な
味覚受容体の構造・機能解析

食環
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「食品・環境等の産業利用」分野
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ABCトランス
ポーター

ペリプラズム
局在性結合
タンパク質

アルギン酸

細胞表層 

体腔 

外膜

内
膜 

制
御 

AlgR 

AlgM2 AlgM1 

AlgS AlgS 

AlgQ1 

AlgQ2 

（AlgQ1,AlgQ2）

ペリプラズム 

活
性
化 

細胞質 

A1-Ⅱ 

A1-Ⅱ 
A1-Ⅰ 

A1-Ⅲ 
A1-Ⅳ 

A1-Ⅲ ホモログ 
ATP ADP 

aly 
a1-Ⅰ
a1-Ⅱ
a1-Ⅲ

ccpA algS algM1 algM2 algQ1 algQ2 a1-Ⅳ a1-Ⅳ ’ a1-Ⅱ’ 

(     )

外膜トランスポーター

44

364アルギン酸
結合領域

細胞表層
レセプター
（フラジェリンホモログ）

スフィンゴモナス属細菌A1株がアルギン
酸を取り込む「超チャネル」。この細菌は
細胞表層に2種類の膜（外膜と内膜）をも
つ。アルギン酸は超チャネルの作用によ
り2枚の膜を横切って細胞質に輸送され、
分解酵素（A1-I～A1-IV）によって分解
される。
図版提供：橋本 渉、京都大学大学院農学
研究科　三上文三、村田幸作（分担研究者）

　バイオフィルムとは細菌が分泌するネバ

ネバした膜です。排水菅のぬめりや歯の表

面の歯垢もバイオフィルムです。細菌はこ

の膜を利用して、感染や材料の腐食を引き

起こします。バイオフィルムは殺菌や洗浄

にも耐えるほど頑丈なので、バイオフィル

菌は「超チャネル」という装置をもってお

り、自分の体の表面に穴をあけて、多糖で

あるアルギン酸という巨大な分子を丸呑み

し、細かく分解して吸収するのです。

　超チャネルはさまざまなタンパク質が組

み合わさってできています。私たちは、そ

れらのうちでも特に、超チャネルの入り口

にあって外界のアルギン酸をとらえる「細

胞表層レセプター」と、細胞膜（内膜）に

あってアルギン酸を細胞質内に運ぶ「ABC

インポーター」の構造解析に取り組んでき

ました。

　細胞表層レセプターは、細菌のべん毛を

つくっているフラジェリンというタンパク

質に似たタンパク質です。383個のアミノ

酸がつながったものですが、アルギン酸と

の結合には、両端（N末端およびC末端）

近くの領域が重要であることを見いだしま

した。結晶構造解析の結果、このうちのC

末端領域はαへリックスというらせん状の

構造をとっており、N末端領域はゆらいだ

構造をとっていることがわかりました。

　ABCインポーターは、膜貫通タンパク

質（AlgM1とAlgM2）と2分子のATP加

水分解酵素（AlgS）が集まった会合体です。

これらのタンパク質の遺伝子が染色体上に

まとまって存在していることを利用して、

大腸菌に3種類のタンパク質をつくらせた

ところ、ちゃんと機能を果たす会合体がで

きました。会合体の結晶も得られたので、

立体構造決定まであと一息です。

　また、細菌A1株は、アルギン酸を分解

するたくさんの種類の酵素をもっていま

す。これらの酵素や、他の細菌がもつ多糖

分解酵素の構造と機能の関係を調べ、酵素

の一部の構造を変えて機能を変化させるこ

とに成功しました。こうした成果を応用し

て、バイオフィルム分解酵素の開発につな

げたいと考えています。

ムを分解・除去する方法を開発することが

期待されています。

　バイオフィルムの主成分は糖がたくさん

つながった多糖です。そこで、私たちは多

糖を分解する「スフィンゴモナス属細菌A

１株」という細菌に着目しました。この細

■ 細菌が分泌するバイオフィルムは、細菌の感染や腐食作用を助ける
■ バイオフィルムは多糖を主成分とし、殺菌や洗浄に耐えるほど頑丈
■ ある種の細菌は、多糖を取り込む「超チャネル」をもっている

背
景

■ 超チャネルの入り口にある細胞表層レセプターの構造と機能を解明した
■ 多糖を細胞質に送り込む ABCインポーターを結晶化した
■ さまざまな多糖分解酵素の構造と機能を明らかにした

成
果

代表機関：京都大学大学院農学研究科
代表研究者：橋本 渉

多糖の輸送・分解に関わる細菌由来超分子の
構造生物学とその食品・環境分野への応用

食環
B3
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3-ホスホグリセリン酸
（3-PGA）

ルビスコ

リブロース
1,5-ビスリン酸
（Ru15P）

R15P
イソメラーゼ

リボース
1,5-ビスリン酸
（R15P）

AMP
ホスホリラーゼ

アデニン

アデノシンーリン酸
（AMP）

CO2, H2Oリン酸

2

阻害剤と結合した活性部位の構造

構造解析により
明らかになった
6量体構造

Tk-ルビスコが関与する新規炭素固定経路と、本課題での構造解析成果の一部。図版提供：三木邦夫

　大気中の二酸化炭素は、植物や一部の細

菌によって体内に取り込まれ、グルコース

などの有機炭素に変えられます。このよう

な「炭素固定」の反応の効率を上げられれ

ば、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素

濃度の抑制や農業の生産効率向上に貢献す

る可能性があります。

　炭素固定のパターンはいくつかあります

が、主要なのは、緑色植物などがルビスコ

(Rubisco)という酵素を用いて行うCBBサ

イクルです。私たちはルビスコ（Rubisco）

の中でも、古細菌にのみ存在するTk-ルビ

すが、生化学的な解析から、50量体を超

える巨大複合体を形成していることが明ら

かになりました。一方、R15Pイソメラー

ゼは構造解析に成功しています。類似のタ

ンパク質が2量体で存在しているのに対

し、6量体を形成していました。さらに、

リガンドと結合した状態の構造解析にも成

功し、これらの構造から、新規経路の前段

階にある、AMPホスホリラーゼが触媒す

る反応についても、新たな知見が得られま

した。

　一方、Tk-ルビスコの炭素固定能力を向

上させることを目指し、変異体の改良や機

能評価も行っています。常温ですぐれた活

性を示す2種類の変異体（Tk-ルビスコの

一部をホウレンソウ由来ルビスコのアミノ

酸と置換したもの）の構造解析を行いまし

た。また、野生型のTk-ルビスコの反応中

の構造を捉えるため、基質と似たかたちで

はあるが反応はしない阻害剤（2-CABP）

との複合体を結晶化し、構造解析に成功し

ました。これらの結果、Tk-ルビスコのど

の部分の変化が活性に影響するかが明らか

となり、この情報をもとに設計した変異体

で高い活性を得ています。

　変異体を改良してTk-ルビスコのさらな

る高活性化を目指すとともに、新規経路に

かかわる酵素類の構造と機能の解析をさら

に進め、触媒機構についての知見を深めた

いと考えています。

スコを発見しています。Tk-ルビスコは、

他のルビスコとは立体構造がかなり異なる

上、高温環境で高い炭素固定能力を示しま

す。さらに、Tk-ルビスコは、これまで知

られていなかった2種類の酵素（AMPホ

スホリラーゼ、R15Pイソメラーゼ）とと

もに、古細菌の中で新しい炭素固定経路を

つくっていることもわかりました。

　そこで私たちは、この新しい経路の生理

的機能を明らかにするため、この2種類の

酵素の構造と機能を調べています。AMP

ホスホリラーゼの構造解析は苦戦していま

■ 植物や一部の細菌による炭素固定の効率が向上すれば、地球環境問題や農業
に貢献する可能性がある

■ 古細菌から、炭素固定の鍵酵素「ルビスコ」の変わり種が発見されていた
■ この Tk-ルビスコがかかわる新たな炭素固定経路が見いだされた

背
景

■ 新たな炭素固定経路にかかわる 2種類の酵素の構造・機能情報から、この経
路の反応機構の詳細が明らかになった

■ 構造情報をもとに、活性の高い Tk-ルビスコを設計できるようになった

成
果

代表機関：京都大学大学院理学研究科
代表研究者：三木邦夫

新規炭酸固定系を構成する酵素群の
構造機能解析と機能改良
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NADPH NADP+
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NADPH要求型 NADH要求型 CPR-C2

キラル化合物生産に有用な酵素群とその立体構造。 図版提供：清水 昌

　右手と左手のように、鏡像関係にある化

合物を「キラル化合物」といいます。近年、

キラル化合物は、医薬品製造の中間原料と

して需要が高まっていますが、どちらか一

方の化合物だけを用いることがほとんどで

もやさしいといわれています。そこで私た

ちは、キラル化合物の片方だけをつくり出

す酵素の機能を高め、産業に応用すること

を目指しています。

　そのためには、酵素タンパク質の構造を

解析し、反応の機構を明らかにすることが

必要です。私たちのターゲットは、炭素二

重結合不斉水素化酵素（旧黄色酵素）群、

β‐ヒドロキシ‐α‐アミノ酸合成酵素（ス

レオニンアルドラーゼ）群、カルボニル還

元酵素群の3つの酵素群です。これらの酵

素は、いずれも補酵素の助けを借りてはた

らくので、酵素と補酵素の複合体をつくっ

て構造を解析しました。

　旧黄色酵素とスレオニンアルドラーゼに

ついては、構造情報から、触媒反応のしく

みや、立体選択性にかかわるアミノ酸残基

が明らかになったので、その情報を利用し

て、より高機能な変異体をつくりたいと考

えています。

　一方、カルボニル還元酵素の1つである

キヌクリジノン還元酵素は、ぜんそくやア

ルツハイマー病の治療薬の中間原料を生産

できる酵素です。生物の種類によって補酵

素がNADHである場合と、NADPHであ

る場合があります。それぞれの複合体の構

造を比較した結果をもとに、本来は

NADPHを補酵素とする酵素を、NADH

ではたらくように改変することに成功しま

した。NADHのほうがずっと安価なので、

この改変に成功したことは、産業上大きな

意味があります。

　ほかのカルボニル還元酵素2種類につい

ても、構造解析を行い、構造情報をもとに

反応のしくみを説明できました。

　キラル化合物は、医薬品産業だけではな

く、化学工業や農業分野でも必要とされて

います。これからも、さまざまな酵素の構

造解析を行い、そこで得た知見をもとに、

天然の酵素を改変し、より効率の高い酵素

や、天然の酵素ではつくれない物質をつく

る酵素の開発を目指します。

す。そこで、狙った化合物だけを効率よく、

大量に生産する技術が必要になります。

　キラル化合物の合成には、有機合成、酵

素、微生物が利用されています。中でも、

酵素を利用する方法は、効率が高く環境に

■ キラル化合物のどちらか一方だけを効率よく大量に生産する技術が求められ
ている

■ キラル化合物の合成には酵素反応も利用されている
■ 酵素の反応のしくみを構造に基づいて解明し、より効率の高い酵素をつくる
ことが有効

背
景

■ ターゲットの 3酵素群について、補酵素が結合した状態での構造解析に成功
■ 構造をもとに立体選択的な反応機構を説明できた
■ 構造情報をもとに、キヌクリジノン還元酵素を安価な補酵素ではたらくよう
に改変できた

成
果

代表機関：京都学園大学
代表研究者：清水 昌

キラル化合物の産業生産に有用な酵素の
触媒反応機構の解明と高機能化 

食環
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フロリゲン複合体のモデル。複合体の構造解析から得られる情報をもとに、人工フロリゲ
ンの開発を目指している。 図版提供：島本 功

　世界の人口は増え続けており、食糧、特

に穀物の不足が深刻化しています。一方、

近年、植物由来の「バイオマス燃料」をつ

くる動きもさかんです。こうした背景から、

農作物やバイオマスの原料となる植物の増

産が強く求められています。そのためには、

病気や乾燥、強い光などの環境ストレスに

強い植物を開発することが必要です。私た

ちは、光に応答して開花・生長を制御する

タンパク質と、植物を病気から守る免疫反

応に関係するタンパク質の構造・機能解析

を行い、こうした植物の開発に貢献したい

と考えています。

　私たちは以前に、花を咲かせる「フロリ

ゲン」という植物ホルモンをイネから発見

し、「Hd3a」というタンパク質であるこ

境に応じて、この2種類のフロリゲンを使

い分けているのです。

　こうした知見を生かして、フロリゲンの

作用を人工的に制御できれば、天然のもの

より早い時期に開花させて実をつけさせた

り、牧草やイグサなどの開花を抑えて茎を

のばしたりすることができるでしょう。

　一方、私たちは、植物が体内に侵入した

病原菌を防御するメカニズムを明らかにし

ました。植物細胞内には、病原体を感知す

るセンサーの役割をする「抵抗性タンパク

質」があります。イネでは、この抵抗性タ

ンパク質が、いもち病菌を認識するとスイ

ッチタンパク質に結合します。すると、ス

イッチタンパク質は活性化され、活性酸素

をつくったり、細胞死を引き起こしたりし

て、いもち病に対する抵抗性をもたらすの

です。スイッチタンパク質は私たちが本課

題で見いだしたものですが、これがどのよ

うにはたらくのかも明らかにできたわけで

す。この機構を応用すれば、病気に強い植

物の開発も可能になると考えています。

とを突き止めていました。本課題では、

Hd3aの受容体を同定し、その構造も決定

しました。Hd3aと受容体に転写因子が加

わって複合体をつくり、その複合体が開花

実行遺伝子にはたらきかけて、開花を調節

していると考えられます（左図）。今後は、

3者の複合体の構造解析を進めたいと思っ

ています。

　また、開花の早いイネではHd3aの量が

多いことがわかり、その量の多様性は、

Hd1という因子の機能の多様性に由来す

ることもわかりました。さらに、イネから

もう1種類のフロリゲン「RFT1」を発見

しました。RFT1は日が長くなるときに開

花を促し、Hd3aは日が短くなるときに開

花を促すはたらきをします。イネは生育環

■ 農作物やバイオ燃料の原料となる植物の増産が強く求められている
■ 植物の環境応答タンパク質のはたらきを制御することで、ストレスに強い植
物をつくれれば、増産が可能に

背
景

■ 花を咲かせるホルモン（フロリゲン）の機能の解明が進んでいる
■ イネが日長により 2種類のフロリゲンを使い分けていることを明らかにした
■ 植物が病原菌を防御するメカニズムを解明

成
果

代表機関：奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科
代表研究者：島本 功

バイオマス植物の開発および食糧増産に役立つ
植物環境応答タンパク質の構造・機能解析
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植物の病原菌防御メカニズム。いもち病菌がイネの葉に感染すると、それを感
知した抵抗性タンパク質（Pit）が、免疫反応の分子スイッチ（OsRac1）と
細胞膜上で結合して、OsRac1を活性化する。活性化したOsRac1が活性酸
素の産生や細胞死を引き起こし、イネに耐病性を与える。 図版提供：島本 功
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